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2006 年 1 月 17 日 

各  位 
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 六 丁 目 1 0 番 1 号 
株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ド ・ ド ッ ト ・ コ ム 
代 表 取 締 役  安 嶋  幸 直 
（JASDAQ・コード：2330） 
問い合わせ 常務取締役経営管理本部長兼 CFO 川﨑雅嗣 
T E L 0 3 － 5 3 3 9 － 5 2 1 1 （ 代 ） 

 
 

『平成 17 年 10 月期決算短信(連結)』及び『個別財務諸表の概要』の修正 
並びに『決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』の追加修正に関するお知らせ 

 
 

 
1． 平成17年12月30日発表の『平成17年10月期決算短信（連結）』及び『個別財務諸表の概要』について、

下記のとおり一部修正を行います。（※別紙1参照） 
 
 

2． 平成18年1月6日発表の『17年10月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』について、下記のと

おり追加及び修正を行います。（※別紙2参照） 
 

 
3．修正内容 
  （連結）貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書の一部及び同変更に関連する情報の追加修正

を行っております。個別財務諸表の貸借対照表の一部及び同変更に関連する情報を修正しております。 
 
4. 修正箇所 

追加及び修正箇所には下線＿を付して表示しております。 
 

5. 修正事由 
連結貸借対照表につきまして、流動負債内訳に賞与引当金の額と連結調整勘定の額を明記する形で修正を

行っております。流動負債の合計額及び無形資産合計額ならびに総資産の額に変更はございません。 
連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書につきまして、当社では10月31日にFor-side.com.U.S.A

を For-side.com.U.K. へ売却 す る こ とで グ ル ー プ内 再 編 を 行っ て お り ます 。 そ の こと に 伴 い

For-side.com.U.S.Aの少数株主の持分が変動し、少数株主利益が前回発表の137,757千円から333,618千円減

少し少数株主損失195,861千円となっております。 
終的な当期純利益の額に変更は無いものの、同修正に伴い税金等調整前当期純損失を8,832,043千円から

9,165,662千円に修正し、連結キャッシフロー計算書内の係る数値において修正を行っております。 
上記修正発表の経緯に関しまして、有価証券報告書を作成するためより詳細にグループ73社の数値を取り

まとめ確認をする中で明らかになった修正となります。 
 

 
  

 
以上 
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別紙1 
 
＜修正前＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P1 
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項    
連結子会社数 71 社       持分法適用非連結子会社数 -社      持分法適用関連会社数 1 社  

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況    
連結（新規）    52 （除外）    -社  持分法（新規）    1 社 （除外）      -社 
 
＜修正後＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P1 
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項    
連結子会社数 73 社       持分法適用非連結子会社数 -社      持分法適用関連会社数 1 社  

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況    

連結（新規）    54 （除外）    -社  持分法（新規）    1 社 （除外）      -社 
 
 
＜修正前＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P2 

１．企業集団の状況 
 当社グループは株式会社フォーサイド・ドット・コム（当社）及び当社の関係会社 76 社（連結子会社 71
社、非連結子会社 4 及び持分法適用関連会社 1 社）にて構成されております。 
 当社グループの事業における種類別のセグメントは、①コンテンツ事業、②マスターライツ事業及び③金

融事業の３つの事業から構成されており、各セグメントの内容、及び各社の位置付けは以下の通りでありま

す。 
 
＜修正後＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P2 

１．企業集団の状況 
 当社グループは株式会社フォーサイド・ドット・コム（当社）及び当社の関係会社 76 社（連結子会社 73
社、非連結子会社 2 及び持分法適用関連会社 1 社）にて構成されております。 

 当社グループの事業における種類別のセグメントは、①コンテンツ事業、②マスターライツ事業及び③金融

事業の３つの事業から構成されており、各セグメントの内容、及び各社の位置付けは以下の通りであります。
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＜修正前＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P13 
(2）連結損益計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

対前年比 

区分 注記番

号 金額（千円） 百分比

（％）
金額（千円） 百分比 

（％） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高     9,009,771 100.0   41,469,975 100.0 32,460,203 

Ⅱ 売上原価     2,266,285 25.1   24,490,344 59.1 22,224,059 

売上総利益     6,743,486 74.9   16,979,630 40.9 10,236,145 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   5,014,768 55.7   15,515,623 37.4 10,500,855 

営業利益     1,728,717 19.2   1,464,007 3.5 △264,710 

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息配当金   32,836     76,995       

２．為替差益   85,711     184,250       

３ その他   23,768 142,316 1.6 252,915 514,161 1.2 371,845 

Ⅴ 営業外費用                 

１．支払利息   27,570     83,346       

２．新株発行費等   166,056     209,668       

３．その他   40,926 234,553 2.6 76,518 369,533 0.8 134,980 

経常利益     1,636,479 18.2   1,608,634 3.9 △27,845 

Ⅵ 特別利益                 

１．貸倒引当金戻入益   4,758     －       

２．前期損益修正益         10,809       

３．投資有価証券売却益         19,455       

４．その他   － 4,758 0.0 － 30,264 0.1 25,506 

Ⅶ 特別損失                 

１．海外市場参入等費用 ※2 1,735,303     －       

２．営業権評価損   －     5,161,555       

３．抱合せ株式消却損  ※3  －     2,191,693       

４．その他 ※4,5 154,566 1,889,869 21.0 3,117,693 10,470,942 25.3 8,581,073 

税金等調整前当期純損失     248,631 △2.8   8,832,043 △21.3 8,583,412 

法人税、住民税及び事業税   710,902     1,245,482       

法人税等調整額   △30 698 680,204 7.5 △479 849 765,633 1.9 85,429 

少数株主利益又は少数株主

損失（△）     △39,691 0.4   137,757 0.3 △177,449 

当期純損失     889,144 △9.9   9,735,434 △23.5 △8,846,290 
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＜修正後＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P13 
(2）連結損益計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

対前年比 

区分 注記

番号 金額（千円） 百分比

（％）
金額（千円） 百分比 

（％） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高     9,009,771 100.0   41,469,975 100.0 32,460,203 

Ⅱ 売上原価     2,266,285 25.1   24,490,344 59.1 22,224,059 

売上総利益     6,743,486 74.9   16,979,630 40.9 10,236,145 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   5,014,768 55.7   15,515,623 37.4 10,500,855 

営業利益     1,728,717 19.2   1,464,007 3.5 △264,710 

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息配当金   32,836     76,995       

２．為替差益   85,711     184,250       

３ その他   23,768 142,316 1.6 252,915 514,161 1.2 371,845 

Ⅴ 営業外費用                 

１．支払利息   27,570     83,346       

２．新株発行費等   166,056     209,668       

３．その他   40,926 234,553 2.6 76,518 369,533 0.8 134,980 

経常利益     1,636,479 18.2   1,608,634 3.9 △27,845 

Ⅵ 特別利益                 

１．貸倒引当金戻入益   4,758     －       

２．前期損益修正益         10,809       

３．投資有価証券売却益         19,455       

４ その他   － 4,758 0.0 － 30,264 0.1 25,506 

Ⅶ 特別損失                 

１．海外市場参入等費用 ※2 1,735,303     －       

２．減損損失  ※3 －     5,754,704       

３．抱合せ株式消却損   ※4 －     2,191,693       

４.  投資有価証券評価損    －     1,279,224       

５．リストラクチャリング費用  ※5 －     372,330       

６．その他 ※6 154,566 1,889,869 21.0 1,206,610 10,804,561 26.1 8,914,692 

税金等調整前当期純損失     248,631 △2.8   9,165,662 △22.1 8,917,031 

法人税、住民税及び事業税   710,902     1,245,482       

法人税等調整額   △30 698 680,204 7.5 △479 849 765,633 1.9 85,429 

少数株主損失     39,691 0.4   195,861 0.5 156,170 

当期純損失     889,144 △9.9   9,735,434 △23.5 △8,846,290 
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＜修正前＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P17 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 26 社 
 主要な連結子会社名は、「第１企業の

概況」に記載しているため、省略して

おります。 

(1)連結子会社の数 71 社 
 主要な連結子会社名は、「第１企業の概

況」に記載しているため、省略しておりま

す。 
  新たに連結子会社となった会社 

 26 社 
新たに連結子会社となった会社 
 52 社 

  主な会社の名称および新規連結の理由 
 株式取得 

Zingy,Inc. 
Vindigo,Inc. 
Mobivillage S.A. 
Telitas ASA 
ICO Co.,Ltd. 
Mcres Co.,Ltd. 

主な会社の名称および新規連結の理由 
 株式取得 

株式会社オン・ザ・ライン 
iTouch plc 
株式会社キャスコ 
  
  
  

   新規設立 
For-sidePlus.U.S.A.Co.,Ltd. 
For-sidePlus.U.K.Co.,Ltd. 
For-sidePlus.KOREA.Co.,Ltd. 

 新規設立 
For-side.com.E.U.Co.,Ltd. 
株式会社出資ドットコム 
  

  
      Vindigo,Inc.及び Zingy, Inc.につき   

 ましては、平成 17 年 9 月に For-side 
 Plus.U.S.A.Co.,Ltd.と合併し、社名を  
 Zingy, Inc.としております。 

      ICO Co., Ltd. 及び Mcress Co., 
    Ltd.につきましては、平成 17 年 10 月に 
    For-side.com KOREA Co.,Ltd.と合併し 
    ております。 

   重要性の増加 
For-side.com.U.S.A.Co.,Ltd. 
For-side.com.U.K.Co.,Ltd. 
For-side.com.KOREA.Co.,Ltd. 
  

  
  
  
  

  (2）主要な非連結子会社の名称等 
 Proteus,Inc.他 5 社 

(2)主要な非連結子会社の名称等 
 Telitas Eastern Europe 他 3 社 

  （連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社は、いずれも小規模

であり、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 
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＜修正後＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P17 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 26 社 
 主要な連結子会社名は、「第１企

業の概況」に記載しているため、省

略しております。 

(1）連結子会社の数 73 社 
 主要な連結子会社名は、「第１企業の概況」

に記載しているため、省略しております。 

  新たに連結子会社となった会社 
 26 社 

新たに連結子会社となった会社 
 54 社 

  主な会社の名称および新規連結の

理由 
 株式取得 

Zingy,Inc. 
Vindigo,Inc. 
Mobivillage S.A. 
Telitas ASA 
ICO Co.,Ltd. 
Mcres Co.,Ltd. 

主な会社の名称および新規連結の理由 
 株式取得 

株式会社オン・ザ・ライン 
iTouch plc 
株式会社キャスコ 
  
  
  

   新規設立 
For-sidePlus.U.S.A.Co.,Ltd. 
For-sidePlus.U.K.Co.,Ltd. 
For-sidePlus.KOREA.Co.,Ltd. 

 新規設立 
For-side.com.E.U.Co.,Ltd. 
株式会社出資ドットコム 
  

  
      Vindigo,Inc.及び Zingy, Inc.につき    

 ましては、平成 17 年 9 月に For-side 
 Plus.U.S.A.Co.,Ltd.と合併し、社名を  
 Zingy, Inc.としております。 

      ICO Co., Ltd. 及び Mcress Co., 
    Ltd.につきましては、平成 17 年 10 月に 
    For-side.com KOREA Co.,Ltd.と合併し 
    ております。 

   重要性の増加 
For-side.com.U.S.A.Co.,Ltd. 
For-side.com.U.K.Co.,Ltd. 
For-side.com.KOREA.Co.,Ltd. 
  

  
  
  
  

  (2）主要な非連結子会社の名称等 
 Proteus,Inc.他 5 社 

(2）主要な非連結子会社の名称等 
 PASSWORLD Maroc SARL 他 2 社 

  （連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社は、いずれも小規

模であり、総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。 

（連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社は、いずれも小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 
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＜修正前＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P24 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 
(平成 16 年 10 月 31 日現在) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 
(平成 17 年 10 月 31 日現在) 

  （千円）

現金及び預金勘定 13,914,591
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金

及び拘束性預金 
△

1,516,867
現金及び現金同等物 12,397,724 

  （千円）

現金及び預金勘定 21,588,314
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金及

び拘束性預金 
△732,768

現金及び現金同等物 20,855,545 
    
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに Zingy,Inc.、Vindigo, 
Inc. 、 Telitas ASA 、 Mobivillage S.A. 、

ICO Co.,Ltd.,Mcres Co.,Ltd.を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに iTouch plc、株式会社キャス

コ、株式会社オン・ザ・ラインを連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

     （千円）

  Zingy,Inc.  Vindigo,Inc. 
流動資産 850,236 439,107
固定資産 1,395,753 1,031,811
営業権 2,940,140 3,061,338
流動負債 △121,228 △374,651
少数株主持分 △23 －

株式の取得価額 5,064,878 4,157,605
現金及び現金同等物 278,941 295,895
エスクロー未払金 479,748 387,411
取得のための支出 4,306,189 3,474,299 

    （千円）

 株 式 会 社 オ

ン・ザ・ライン

  株式会社キャスコ 

流動資産 5,534,874 55,747,011
固定資産 63,817 5,510,652
連結調整勘定 419,086 1,454,255
流動負債 △2,533,832 △21,184,710
固定負債 －  △23,719,050
少数株主持分 △1,476,863 △4,929,590
株式の取得価額 2,006,992 12,878,568
現金及び現金同等物 3,549,559 2,455,054
エスクロー未払金 200,000 －

取得のための支出 1,742,567 10,423,514 
  Telitas ASA  Mobivillage 

S.A. 
流動資産 1,461,763 624,121
固定資産 354,257 323,887
営業権 5,740,185 1,406,333
流動負債 △1,033,806 △333,403
固定負債 △85,368 △5,646
少数株主持分 △260,234 －

株式の取得価額 6,176,797 2,015,292
現金及び現金同等物 712,638 241,907
エスクロー未払金 325,488 136,620
取得のための支出 5,138,670 1,636,765 

    （千円）    
  iTouch plc     
流動資産 6,164,890   
固定資産 4,781,806   
営業権 28,282,893   
流動負債 
固定負債  

△5,036,786
△61,806

   
  

少数株主持分 △10,154   
株式の取得価額 34,120,842   
現金及び現金同等物 2,234,480   
エスクロー未払金 0   
取得のための支出 31,886,362    
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＜修正後＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P24 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 
(平成 16 年 10 月 31 日現在) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 
(平成 17 年 10 月 31 日現在) 

  （千円）

現金及び預金勘定 13,914,591
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金

及び拘束性預金 
△

1,516,867
現金及び現金同等物 12,397,724 

  （千円）

現金及び預金勘定 21,588,314
預入期間が 3 ヵ月を超える定期預金及

び拘束性預金 
△732,768

現金及び現金同等物 20,855,545 
    
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに Zingy,Inc.、Vindigo, 
Inc. 、 Telitas ASA 、 Mobivillage S.A. 、

ICO Co.,Ltd.,Mcres Co.,Ltd.を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりであります。 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに iTouch plc、株式会社キャス

コ、株式会社オン・ザ・ラインを連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

     （千円）

  Zingy,Inc.  Vindigo,Inc. 
流動資産 850,236 439,107
固定資産 1,395,753 1,031,811
営業権 2,940,140 3,061,338
流動負債 △121,228 △374,651
少数株主持分 △23 －

株式の取得価額 5,064,878 4,157,605
現金及び現金同等物 278,941 295,895
エスクロー未払金 479,748 387,411
取得のための支出 4,306,189 3,474,299 

    （千円）

 株 式 会 社 オ

ン・ザ・ライン

  株式会社キャスコ 

流動資産 6,145,730 54,651,223
固定資産 65,764 3,669,624
連結調整勘定 464,507 1,454,255
流動負債 △3,146,724 △21,504,063
固定負債 －  △21,979,366
少数株主持分 △1,477,764 △4,929,590
株式の取得価額 2,051,513 11,362,083
現金及び現金同等物 3,549,599 1,621,564
取得のための支出 △1,498,086 9,740,519 

  Telitas ASA  Mobivillage 
S.A. 

流動資産 1,461,763 624,121
固定資産 354,257 323,887
営業権 5,740,185 1,406,333
流動負債 △1,033,806 △333,403
固定負債 △85,368 △5,646
少数株主持分 △260,234 －

株式の取得価額 6,176,797 2,015,292
現金及び現金同等物 712,638 241,907
エスクロー未払金 325,488 136,620
取得のための支出 5,138,670 1,636,765 

    （千円）    
  iTouch plc     
流動資産 6,164,890   
固定資産 4,781,806   
営業権 32,070,488   
流動負債 
固定負債  

△5,036,786
△61,806

   
  

少数株主持分 △10,154   
株式の取得価額 37,908,438   
現金及び現金同等物 2,234,480   
取得のための支出 35,673,958    
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＜修正前＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P32 
【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成 16 年 11 月１日 至 平成 17 年 10 月 31 日） 

  
コンテンツ 
事業 
（千円） 

マスターライツ事

業（千円） 
金融事業（千

円） 
計 

（千円） 

消去又は

全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             
(1）外部顧客に対する売

上高 25,872,839 15,601,491 － 41,474,331 △4,356 41,469,975 
(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 747,165 － － 747,165 △747,165 － 

計 26,620,004 15,601,491 － 42,221,496 △751,521 41,469,975 

営業費用 25,184,637 13,937,268 － 39,121,905 884,061 40,005,967 

営業利益 1,435,367 1,664,223 － 3,099,591 △1,635,582 1,464,007 
Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出             

資産 79,402,135 8,833,951 58,320,848 146,556,935 7,389,218 153,946,153 
減価償却費 907,388 56,684 － 964,072 － 964,072 
資本的支出 2,446,788 28,420 2,714,302 5,189,510 87,246 5,276,757 

 
＜修正後＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P32 
【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成 16 年 11 月１日 至 平成 17 年 10 月 31 日） 

  
コンテンツ 
事業 
（千円） 

マスターライツ事

業（千円） 
金融事業（千

円） 
計 

（千円） 

消去又は

全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             
(1）外部顧客に対する売

上高 25,872,839 15,597,135 － 41,469,975 － 41,469,975 
(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 747,165 － － 747,165 △747,165 － 

計 26,620,004 15,597,135 － 42,217,140 △747,165 41,469,975 

営業費用 25,184,637 13,937,268 － 39,121,905 884,061 40,005,967 

営業利益 1,435,367 1,659,867 － 3,095,235 △1,631,226 1,464,007 
Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出             

資産 79,518,222 9,584,676 58,420,848 147,523,747 6,099,168 153,622,915 
減価償却費 907,388 56,684 － 964,072 － 964,072 
資本的支出 1,029,017 9,816 － 1,038,834 － 1,038,834 
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＜修正前＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P34 
【所在地別セグメント情報】 
当連結会計年度（自 平成 16 年 11 月１日 至 平成 17 年 10 月 31 日） 

  日本 
（千円） 

北中米 
（千円） 

欧州 
（千円） 

アジア 
（千円） 

その他  
 （千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び 
  営業利益                 

売上高                 
(1)外部顧客に対する

売上高 18,215,512 6,110,801 13,542,141 1,459,484 2,146,392 41,474,331 △4,356 41,469,975 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
511,188 － － 235,976 － 747,165 △747,165 － 

計 18,726,701 6,110,801 13,542,141 1,695,460 2,146,392 42,221,496 △751,521 41,469,975 
営業費用 17,524,322 6,448,349 12,862,272 1,736,392 1,942,270 40,553,606 △547,639 40,005,967 
営業利益 1,202,378 △377,547 679,869 △40,931 204,121 1,667,889 △203,882 1,464,007 

Ⅱ．資産 151,530,325 17,546,161 103,828,117 3,077,467 1,147,146 277,129,218 △123,183,064 153,946,153 
 

 
＜修正後＞ 
平成 17 年 10 月期決算短信（連結） P34 
【所在地別セグメント情報】 
当連結会計年度（自 平成 16 年 11 月１日 至 平成 17 年 10 月 31 日） 

  日本 
（千円） 

北中米 
（千円） 

欧州 
（千円） 

アジア 
（千円） 

その他  
 （千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び 
  営業利益                 

売上高                 
(1）外部顧客に対する

売上高 18,211,156 6,110,801 13,542,141 1,459,484 2,146,392 41,469,975 － 41,469,975 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
511,188 － － 235,976 － 747,165 △747,165 － 

計 18,722,344 6,110,801 13,542,141 1,695,460 2,146,392 42,217,140 △747,165 41,469,975 
営業費用 17,524,322 6,448,349 12,862,272 1,736,392 1,942,270 40,553,606 △547,639 40,005,967 
営業利益 1,198,022 △377,547 679,869 △40,931 204,121 1,663,533 △199,525 1,464,007 

Ⅱ．資産 151,530,325 17,546,161 103,504,879 3,077,467 1,147,146 276,805,980 △123,183,064 153,622,915 
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＜修正前＞ 
個別財務諸表の概要 P3 
(1)貸借対照表 

   
前事業年度 

（平成 16 年 10 月 31 日） 
当事業年度 

（平成 17 年 10 月 31 日） 対前年比 

区分 
注記

番号 金額（千円） 
構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）                 
Ⅰ 流動負債                 

１．買掛金 ※5   249,263     644,897     
２．短期借入金     1,000,000     12,000,000     
３．未払金 ※5   1,106,743     1,102,141     
４．未払費用     2,403     407,577     
５．未払法人税等     467,462     124,510     
６．未払消費税等     30,623     －     
７．前受金     －     722,273     
８．預り金     40,141     76,636     
９．前受収益 ※5   23,100     －     

１０．その他     335     －     
流動負債合計     2,920,073 8.8   15,078,038 17.9 12,157,964 

Ⅱ 固定負債                 
１．長期未払金     13,414     7,268     
固定負債合計     13,414 0.0   7,268 0.0 △6,146 
負債合計     2,933,487 8.8   15,085,306 17.9 12,151,818 

（資本の部）                 
Ⅰ 資本金 ※3   14,299,325 43.2   39,561,857 47.0   
Ⅱ 資本剰余金                 

１．資本準備金   14,259,925     28,877,808       
２．資本準備金減少差益   －     10,685,093       
資本剰余金合計     14,259,925 43.0   39,562,901 47.0   

Ⅲ 利益剰余金                 
１．当期未処分利益   1,656,296     －       
２．当期未処理損失   －     9,595,285       
利益剰余金合計     1,656,296 5.0   △9,595,285 △11.4   

Ⅳ その他有価証券評価差額金     －     △42,000 0.0   
Ⅴ 自己株式 ※4   －     △402,077 △0.5   

資本合計     30,215,546 91.2   69,085,396 82.1 38,869,850 
負債資本合計     33,149,034 100.0   84,170,703 100.0 51,021,669 
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＜修正後＞ 
個別財務諸表の概要 P3 
(1)貸借対照表 

   
前事業年度 

（平成 16 年 10 月 31 日） 
当事業年度 

（平成 17 年 10 月 31 日） 対前年比 

区分 
注記

番号 金額（千円） 
構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）                 
Ⅰ 流動負債                 

１．買掛金 ※5   249,263     644,897     
２．短期借入金     1,000,000     12,000,000     
３．未払金 ※5   1,106,743     1,102,141     
４．未払費用     2,403     407,577     
５．未払法人税等     467,462     124,510     
６．未払消費税等     30,623     －     
７．前受金     －     722,273     
８．預り金     40,141     76,636     
９．前受収益 ※5   23,100     －     

１０．その他     335     －     
流動負債合計     2,920,073 8.8   15,078,038 17.9 12,157,964 

Ⅱ 固定負債                 
１．長期未払金     13,414     7,268     
固定負債合計     13,414 0.0   7,268 0.0 △6,146 
負債合計     2,933,487 8.8   15,085,306 17.9 12,151,818 

（資本の部）                 
Ⅰ 資本金 ※3   14,299,325 43.2   39,561,857 47.0   
Ⅱ 資本剰余金                 

１．資本準備金   14,259,925     28,877,808       
２．資本準備金減少差益   －     10,685,093       
資本剰余金合計     14,259,925 43.0   39,562,902 47.0   

Ⅲ 利益剰余金                 
１．当期未処分利益   1,656,296     －       
２．当期未処理損失   －     9,595,285       
利益剰余金合計     1,656,296 5.0   △9,595,285 △11.4   

Ⅳ その他有価証券評価差額金     －     △42,000 0.0   
Ⅴ 自己株式 ※4   －     △402,077 △0.5   

資本合計     30,215,546 91.2   69,085,396 82.1 38,869,850 
負債資本合計     33,149,034 100.0   84,170,703 100.0 51,021,669 
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＜修正前＞ 
個別財務諸表の概要 P7 

マスターライツ事業製造原価明細書 

    
前事業年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記番号 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

Ⅰ 労務費   728 0.4 － 0 

Ⅱ 経費 ※１ 203,767 99.6 577,054 100.0 

広告物販事業製造原価   204,496 100.0 577,054 100.0 
  

※１ 経費のうち主なものは下記のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

  （千円）   （千円）

外注加工費 36,770 外注加工費 140,128 

データ作成費 34,915 データ作成費 359,488 

 

＜修正後＞ 
個別財務諸表の概要 P7 

マスターライツ事業製造原価明細書 

    
前事業年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記番号 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

Ⅰ 労務費   728 0.4 － 0 

Ⅱ 経費 ※１ 203,767 99.6 437,054 100.0 

マスターライツ事業製造原価   204,496 100.0 437,054 100.0 
  

※１ 経費のうち主なものは下記のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

  （千円）   （千円）

外注加工費 36,770 ロイヤリティ 71,290 

データ作成費 34,915 データ作成費 359,488 
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＜修正前＞ 
個別財務諸表の概要 P13 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当事業年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ コンテンツ資産は、音源・動画使用権等のコンテ

ンツ取得価額で、定額法による償却後の残高を計上し

ております。 
  

※１ 同左 

※２ 普通預金 4,519 千米ドル（479,748 千円）につい

ては、Zingy,Inc.株式売買契約のエスクロー条項によ

り拘束されております。 
  

※２ 普通預金 200,000 千円については、株式会社オン・

ザ・ライン株式売買契約エスクロー条項により拘束され

ております。 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 ※３ 授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数   普通株式 3,119,000 株

発行済株式総数 普通株式 1,543,000 株 
授権株式数   普通株式 3,119,000 株

発行済株式総数 普通株式 2,381,668 株 
※４ 

  ────── 
※４ 自己株式 
 当社が保有する自己株式の数は、5,017.80 株であります。

※５ 関係会社に対する資産及び負債は、区分掲記され

たもののほか、各科目に次のものが含まれておりま

す。 
  

※５ 関係会社に対する資産及び負債は、区分掲記された

もののほか、各科目に次のものが含まれております。 

売掛金 120,369 千円

未収入金 816,449 千円

流動資産「その他」 535,193 千円

未払金 1,131 千円

前受収益 23,100 千円 

売掛金 336,004 千円

未収入金 8,600 千円

短期貸付金 6,513,073 千円

流動資産「その他」 29,029 千円

長期貸付金 2,094,150 千円

買掛金 178,522 千円

未払金 754 千円 
 
＜修正後＞ 
個別財務諸表の概要 P13 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当事業年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ コンテンツ資産は、音源・動画使用権等のコンテ

ンツ取得価額で、定額法による償却後の残高を計上し

ております。 
  

※１ 同左 

※２ 普通預金 4,519 千米ドル（479,748 千円）につい

ては、Zingy,Inc.株式売買契約のエスクロー条項によ

り拘束されております。 
  

※２ 普通預金 200,000 千円については、株式会社オン・

ザ・ライン株式売買契約エスクロー条項により拘束され

ております。 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 ※３ 授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数   普通株式 3,119,000 株

発行済株式総数 普通株式 1,543,000 株 
授権株式数   普通株式 3,119,000 株

発行済株式総数 普通株式 2,381,668 株 
※４ 

  ────── 
※４ 自己株式 
 当社が保有する自己株式の数は、5,017.80 株であります。

※５ 関係会社に対する資産及び負債は、区分掲記され

たもののほか、各科目に次のものが含まれておりま

す。 

※５ 関係会社に対する資産及び負債は、区分掲記された

もののほか、各科目に次のものが含まれております。 

売掛金 120,369 千円

未収入金 816,449 千円

流動資産「その他」 535,193 千円

未払金 1,131 千円

前受収益 23,100 千円 

売掛金 363,583 千円

未収入金 8,600 千円

短期貸付金 6,513,073 千円

流動資産「その他」 30,422 千円

長期貸付金 2,094,150 千円

買掛金 178,522 千円

未払金 405,984 千円 
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＜修正前＞ 
個別財務諸表の概要 P16 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当事業年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  （千円）

繰延税金資産  
未払事業税否認 56,410

繰延税金資産計 56,410
繰延税金負債 －

繰延税金資産の純額 56,410 

  （千円）

繰延税金資産  
 子会社株式評価損 2,461,844
 貸倒引当金繰入額 394,441
 関係会社リストラクチャリング費用 151,538
 投資有価証券評価損 133,253
 その他 251,264

繰延税金資産計 3,3392,341
   評価性引当額 △3,3392,341
繰延税金資産の純額 － 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の１００分の５以下で

あるため、記載を省略しております。 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
     税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

をしておりません。 

 
 
＜修正後＞ 
個別財務諸表の概要 P16 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当事業年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  （千円）

繰延税金資産  
未払事業税否認 56,410

繰延税金資産計 56,410
繰延税金負債 －

繰延税金資産の純額 56,410 

  （千円）

繰延税金資産（流動）  
 貸倒引当金繰入額 394,441
 リストラクチャリング費用 151,538
 コンテンツ資産評価損 108,389
 未払事業税否認 67,275
 その他 14,536

計 736,181
   評価性引当額 △736,181
   差引 －

繰延税金資産（固定）  
   子会社株式評価損 2,461,844
  繰越欠損金 176,128
  投資有価証券評価損 133,253
   ソフトウェア除却損 51,295
   その他 9,768

 計 2,832,289
   評価性引当額 △2,832,289
   差引 －

繰延税金資産の純額 － 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の１００分の５以下で

あるため、記載を省略しております。 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 
     税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

をしておりません。 
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別紙2 
 
＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P3 
 (3)連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

17 年 10 月期 393 △52,371 60,874 20,855 
16 年 10 月期 284 △19,470 30,399 12,397 

 
 
＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P3 
  (3)連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

17 年 10 月期 △772 △51,463 61,132 20,855 
16 年 10 月期 284 △19,470 30,399 12,397 
 
 
 
 
＜修正前＞ 

『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P4 
キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、20,855,545 千円（前年同

期比 68.22%増）となりました。 
  
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、393,867 千円（前年同期比 38.36％
増）となりました。  
  これは主に税金等調整前当期純損失及び売上債権の増加により資金が減少したものの株式会社ハリ

ケーンの吸収合併に伴う抱合せ株式消却損2,191,693千円及びグループ再編費用372,330千円を計上

したことにより、資金が増加したものであります。 
 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△52,371,853 千円（前年同期比

－）となりました。 
 これは主に英国の iTouch plc の取得による 35,057,947 千円の資金支出、株式会社ハリケーンの吸

収合併による 2,191,693千円及び株式会社キャスコの取得による 11,140,000千円の資金支出により、

資金が減少したものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
     当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、60,874,599 千円（前年同期比

100.25%増）となりました。 
 これは主に無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による 49,993,156 千円の計上により、資金

が増加したものであります。 
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＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P4 

キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、20,855,545 千円（前年同

期比 68.22%増）となりました。 
  
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、△772,500 千円（前年同期比－）

となりました。  
  これは主に税金等調整前当期純損失 9,165,662 千円の計上及び売上債権の増加 2,467,518 千円によ

り資金が減少したものの、減損損失 5,754,704 千円、株式会社ハリケーンの吸収合併に伴う抱合せ株

式消却損 2,191,693 千円及びグループ再編費用 372,330 千円を計上したことにより、資金が増加した

ものであります。 
 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△51,463,696 千円（前年同期比

－）となりました。 
 これは主に英国の iTouch plc の取得による 35,673,958 千円の資金支出、株式会社ハリケーンの吸

収合併による 2,191,693 千円及び株式会社キャスコの取得による 9,740,519 千円の資金支出により、

資金が減少したものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
     当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、61,132,810 千円（前年同期比

100.01%増）となりました。 
 これは主に無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による 49,993,156 千円の計上により、資金

が増加したものであります。 



－18－ 

＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P7-8 
４．連結財務諸表等 

(1）連結貸借対照表 

    前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

１．現金及び預金 ※6,7   13,914,591     21,588,314     

２．売掛金     3,581,045     11,371,378     

３．コンテンツ資産 ※1   1,105,109     1,501,427     

４. 営業貸付金 ※5,6   －     55,461,903     

５．繰延税金資産     61,289     519,260     

６．その他     1,298,000     4,081,026     

貸倒引当金     △30,810     △4,336,306     

流動資産合計     19,929,225 52.8   90,187,002 58.7 70,257,777 

Ⅱ 固定資産                 

１．有形固定資産 ※2   237,981 0.6   1,554,910 1.0 1,316,929 

２．無形固定資産                 

(1）営業権     12,846,793     44,954,327     

(2）その他     3,210,411     12,835,641     

無形固定資産合計     16,057,204 42.6   57,789,968 37.6 41,732,764 

３．投資その他の資産                 

(1）投資有価証券 ※3   1,270,518     962,433     

(2）繰延税金資産     12,593     776,448     

(3）その他     212,292     2,453,622     

貸倒引当金     －     △101,471     

投資その他の資産合計     1,495,403 4.0   4,091,033 2.7 2,595,630 

固定資産合計     17,790,589 47.2   63,435,912 41.3 45,645,323 

資産合計     37,719,815 100.0   153,622,915 100.0 115,903,100 
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    前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日）

対前年比 

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 
増減 

（千円） 

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．買掛金  1,513,290   9,801,902     

２．短期借入金 ※6 2,000,000   33,871,335     

３．１年以内償還予定社債  －   400,000     

４．未払金  1,909,599   1,226,606     

５．未払法人税等  623,400   2,838,457     

６．繰延税金負債  1,607   －     

７．その他  1,618,213   4,572,606     

流動負債合計  7,666,111 20.3 52,710,908 34.2 45,044,797 

Ⅱ 固定負債            

１．長期借入金 ※6 5,460   20,778,073     

２．社債  －   900,000     

３．退職給付引当金  35,565   186,454     

４. 役員退職慰労金  －   86,633     

５．その他  100,199   170,755     

固定負債合計  141,225 0.4 22,121,916 14.4 21,980,691 

負債合計  7,807,336 20.7 74,832,824 48.7 67,025,488 

（少数株主持分）            

少数株主持分  2,169,443 5.7 8,468,198 5.5 6,298,755 

（資本の部）            

Ⅰ 資本金 ※4 14,299,325 37.9 39,561,857 25.8 25,262,533 

Ⅱ 資本剰余金  14,259,925 37.8 39,562,902 25.8 25,302,977 

Ⅲ 利益剰余金  △180,695 △0.5 △10,149,123 △6.6 △9,968,427 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － △42,000 △0.0 △42,000 

Ⅴ  為替換算調整勘定  △635,517 △1.7 1,790,333 1.1 2,425,851 

Ⅵ  自己株式  － － △402,077 △0.3 △402,077 

資本合計  27,743,036 73.6 70,321,892 45.8 42,578,856 

負債、少数株主持分及び資本合計  37,719,815 100.0 153,622,915 100.0 115,903,100 
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＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P7-8 
４．連結財務諸表等 

(1）連結貸借対照表 

    前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

１．現金及び預金 ※6,7   13,914,591     21,588,314     

２．売掛金     3,581,045     11,371,378     

３．コンテンツ資産 ※1   1,105,109     1,501,427     

４. 営業貸付金 ※5,6   －     55,461,903     

５．繰延税金資産     61,289     519,260     

６．その他     1,298,000     4,081,026     

貸倒引当金     △30,810     △4,336,306     

流動資産合計     19,929,225 52.8   90,187,002 58.7 70,257,777 

Ⅱ 固定資産                 

１．有形固定資産 ※2   237,981 0.6   1,554,910 1.0 1,316,929 

２．無形固定資産                 

(1）営業権     12,846,793     44,954,327     

(2) 連結調整勘定   －   1,897,473   

(3）その他     3,210,411     10,938,167     

無形固定資産合計     16,057,204 42.6   57,789,968 37.6 41,732,764 

３．投資その他の資産                 

(1）投資有価証券 ※3   1,270,518     962,433     

(2）繰延税金資産     12,593     776,448     

(3）その他     212,292     2,453,622     

貸倒引当金     －     △101,471     

投資その他の資産合計     1,495,403 4.0   4,091,033 2.7 2,595,630 

固定資産合計     17,790,589 47.2   63,435,912 41.3 45,645,323 

資産合計     37,719,815 100.0   153,622,915 100.0 115,903,100 
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    前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日）

対前年比 

区分 注記

番号 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 
増減 

（千円） 

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．買掛金  1,513,290   9,801,902     

２．短期借入金 ※6 2,000,000   33,871,335     

３．１年以内償還予定社債  －   400,000     

４．未払金  1,909,599   1,226,606     

５．未払法人税等  623,400   2,838,457     

６．賞与引当金  －  293,521   

７．繰延税金負債  1,607   －     

8 ．その他  1,618,213   4,279,084     

流動負債合計  7,666,111 20.3 52,710,908 34.3 45,044,797 

Ⅱ 固定負債            

１．長期借入金 ※6 5,460   20,778,073     

２．社債  －   900,000     

３．退職給付引当金  35,565   186,454     

４. 役員退職慰労金  －   86,633     

５．その他  100,199   170,755     

固定負債合計  141,225 0.4 22,121,916 14.4 21,980,691 

負債合計  7,807,336 20.7 74,832,824 48.7 67,025,488 

（少数株主持分）            

少数株主持分  2,169,443 5.7 8,468,198 5.5 6,298,755 

（資本の部）            

Ⅰ 資本金 ※4 14,299,325 37.9 39,561,857 25.8 25,262,533 

Ⅱ 資本剰余金  14,259,925 37.8 39,562,902 25.8 25,302,977 

Ⅲ 利益剰余金  △180,695 △0.5 △10,149,123 △6.6 △9,968,427 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － － △42,000 △0.0 △42,000 

Ⅴ  為替換算調整勘定  △635,517 △1.7 1,790,333 1.1 2,425,851 

Ⅵ  自己株式  － － △402,077 △0.3 △402,077 

資本合計  27,743,036 73.6 70,321,892 45.8 42,578,856 

負債、少数株主持分及び資本合計  37,719,815 100.0 153,622,915 100.0 115,903,100 
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＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P11-12 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純損失   △248,631 △8,832,043 

減価償却費   52,211 148,559 

連結調整勘定償却   － 21,289 

無形固定資産償却   240,258 262,823 

新株発行費等   166,056 209,668 

貸倒引当金増加額   － 52,116 

退職給付引当金減少額   － △11,503 

海外市場参入等費用   1,735,303 － 

抱合せ株式消却損    － 2,191,693 

リストラクチャリング費用    － 372,330 

その他特別損失    － 1,830,865 

営業権評価損   － 5,161,555 

受取利息及び受取配当金   △32,836 △76,995 

支払利息   27,570 83,346 

売上債権の増加額   △390,893 △2,296,272 

コンテンツ資産の増加額   △568,672 △566,865 

仕入債務の増加額   25,934 3,151,693 

未払金の減少額   － △767,934 

未払費用の減少額   － 1,309,417 

前受金の減少額   － △1,153,803 

その他   △169,670 △87,500 

小計   836,629 1,002,442 

利息及び配当金の受取額   27,262 82,654 

利息の支払額   △29,187 △83,346 

法人税等の支払額   △550,042 △607,882 

営業活動によるキャッシュ・フロー   284,662 393,867 
  



－23－ 

 

  
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金及び拘束性預金の預入に

よる支出   △1,516,867 △732,768 

定期預金の払い出しによる収入    － 1,516,867 

有形固定資産の取得による支出    － △222,186 

無形固定資産の取得による支出   △529,083 △6,424,620 

投資有価証券の取得による支出   △1,065,081 △2,657,899 

連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出 ※2 △16,292,239 △43,300,419 

その他   △67,288 △550,825 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △19,470,559 △52,371,853 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の増減   1,714,801 11,778,279 

長期借入金の返済による支出   △31,275 △5,515 

社債発行による収入    － 49,993,156 

株式の発行による収入   27,072,143 314,217 

自己株式の取得・売却    － △402,077 

少数株主からの払込による収入   1,776,367 － 

配当金の支払額   △127,245 △228,508 

その他   △5,373 △574,952 

財務活動によるキャッシュ・フロー   30,399,418 60,874,599 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △93,556 △478,780 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   11,119,965 8,417,832 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   1,211,418 12,397,724 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物

の増加額   66,340 39,989 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※1 12,397,724 20,855,545 

        



－24－ 

＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P11-12 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純損失   △248,631 △9,165,662 

減価償却費   52,211 148,559 

連結調整勘定償却   － 21,289 

無形固定資産償却   240,258 262,823 

新株発行費等   166,056 209,668 

貸倒引当金増加額   － 52,116 

退職給付引当金減少額   － △11,503 

海外市場参入等費用   1,735,303 － 

抱合せ株式消却損    － 2,191,693 

リストラクチャリング費用    － 372,330 

その他特別損失    － 1,084,563 

減損損失   － 5,754,704 

投資有価証券評価損    － 1,279,224 

受取利息及び受取配当金   △32,836 △76,995 

支払利息   27,570 83,346 

売上債権の増加額   △390,893 △2,467,518 

コンテンツ資産の 
増加額   △568,672 △566,865 

仕入債務の増加額   25,934 2,521,821 

たな卸資産の増加額    － 500,624 

未払金の減少額   － △136,453 

未払費用の減少額   － △716,732 

前受金の減少額   － △1,315,332 

その他   △169,670 44,483 

小計   836,629 70,185 

利息及び配当金の受取額   27,262 82,654 

利息の支払額   △29,187 △83,346 

法人税等の支払額   △550,042 △841,993 

営業活動によるキャッシュ・フロー   284,662 △772,500 
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前連結会計年度 

（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金及び拘束性預金の預入による

支出   △1,516,867 △732,768 

定期預金の払い出しによる収入    － 1,516,867 

有形固定資産の取得による支出    － △222,186 

無形固定資産の取得による支出   △529,083 △4,398,347 

投資有価証券の取得による支出   △1,065,081 △2,991,518 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出 ※2 △16,292,239 △43,916,391 

その他   △67,288 △719,352 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △19,470,559 △51,463,696 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の増減   1,714,801 11,778,279 

長期借入金の返済による支出   △31,275 △5,515 

社債発行による収入    － 49,993,156 

株式の発行による収入   27,072,143 314,217 

自己株式の取得による支出    － △402,077 

少数株主からの払込による収入   1,776,367 － 

配当金の支払額   △127,245 △228,508 

その他   △5,373 △316,741 

財務活動によるキャッシュ・フロー   30,399,418 61,132,810 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △93,556 △478,780 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   11,119,965 8,417,832 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   1,211,418 12,397,724 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増

加額   66,340 39,989 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※1 12,397,724 20,855,545 
        

 



－26－ 

＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P14 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ コンテンツ資産は、音源使用権等のコンテンツ取

得価額で、定額法による償却後の残高を計上してお

ります。 
  

※１ コンテンツ資産は、音源使用権等のコンテンツ取得価

額で、定額法による償却後の残高を計上しております。 
  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、312,171 千円

であります。 
  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、1,669,960 千円で

あります。 
  

※３ 非連結子会社に対するものはつぎのとおりであり

ます。 
  ※３    

────── 
投資有価証券（株式） 4,906 千円   

    
※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式 1,543,000 株

であります。 
  

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式 2,381,668.80
株であります。 
  

※５ 
 ────── 

  

※５ 営業貸付金のうち 38,071,586 千円はすべて個人向  
無担保営業貸付金であります。 
  

※６ 
  ────── 

※６ 担保に供している資産及びその対応する債務 
  担保に供している資産 
   営業貸付金  38,071,586 千円 
   定期預金     23,000 千円 
     計     38,094,586 千円 
   上記の営業貸付金のうち、16,293,473 千円について  
   は信託銀行に信託されております。  
  対応する債務 
   短期借入金   19,509,500 千円 
   長期借入金    12,940,000 千円 
     計      32,449,500 千円 
  

※７ 
 ────── 

 ※７ 前連結会計年度に取得した Zingy, Inc.、 
    Mobivillage S.A.、Telitas ASA と当連結会計年度に 
    取得した㈱オン・ザ・ラインの株式売買契約につい 
    てはアーンアウト契約及びエスクロー条項があり、 
    下記のアーンアウトの上限額及び拘束性預金があり 
    ます。 
  

会社名  アーンアウトの 
上限額   拘束性預金 

 Mobivillage S.A.  3,000 千ユーロ  －  

 Telitas ASA  － 2,400 千ユーロ  

 ㈱オン・ザ・ライン －  200,000 千円  
 

 



－27－ 

＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P14 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ コンテンツ資産は、音源使用権等のコンテンツ

取得価額で、定額法による償却後の残高を計上し

ております。 
  

※１ コンテンツ資産は、音源使用権等のコンテンツ取得価額

で、定額法による償却後の残高を計上しております。 
  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、312,171 千

円であります。 
  

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、1,669,960 千円であ

ります。 
  

※３ 非連結子会社に対するものはつぎのとおりであ

ります。 
※３ 非連結子会社に対するものはつぎのとおりであります。 

投資有価証券（株式） 4,906 千円 投資有価証券（株式） 4,188 千円 
    
※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式 1,543,000

株であります。 
  

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式 2,381,668.80
株であります。 
  

※５ 
 ────── 

  

※５ 営業貸付金のうち 38,071,586 千円はすべて個人向無担

保営業貸付金であります。 
  

※６ 
  ────── 

※６ 営業貸付金については、貸出契約の際に設定した 
    額（契約限度額）のうち、当社が与信した額（利用 
    限度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うことがで 
    きる契約となっております。同契約に係る利用限度 
    額の融資未実行残高は、3,259,012 千円であります。 
      これは、当連結会計年度において残高のある顧客 
    に対するものであります。この利用限度額について 
    は顧客の信用度合いにより当社が任意に増減するこ 
    とができるものであり、融資未実行残高そのものが 
    必ずしも当社のキャッシュ・フローに重要な影響を 
    与えるものではありません。 
  

 ※７ 
  

※７ 担保に提供している資産及びその対応する債務 
  担保に供している資産 
   営業貸付金  38,071,586 千円 
   定期預金     23,000 千円 
     計     38,094,586 千円 
   上記の営業貸付金のうち 16,293,473 千円について 
      は、信託銀行に信託されております。 
  対応する債務 
   短期借入金   19,509,500 千円 
   長期借入金   12,940,000 千円 
     計     32,449,500 千円 
  

 ※８ 
 ────── 

 ※８ 前連結会計年度に取得した Mobivillage S.A. 、
Telitas ASA と当連結会計年度に取得した株式会社オン・ザ・

ラインの株式売買契約についてはアーンアウト契約又はエスク

ロー条項があり、下記のアーンアウトの上限額又は拘束性預金

があります。 
  

会社名  アーンアウトの 
上限額   拘束性預金 

 Mobivillage S.A. 3,000 千ユーロ －  

 Telitas ASA  － 2,400 千ユーロ  

（株）オン・ザ・ライン －  200,000 千円  
 



－28－ 

＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P16 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 
給与手当 849,043 千円

広告宣伝費 1,790,731 千円

支払手数料 
  

1,218,916 千円

 

給与手当 3,651,942 千円

広告宣伝費 3,183,079 千円

支払手数料 
  

4,194,011 千円

 

※２ 海外市場参入等費用 
 当連結会計年度の上期において韓国子会社の ICO  
Co.,Ltd.及び Mcres Co.,Ltd.の株式を取得し、子会社化

いたしましたが、株式の取得価額の大半は韓国における

コンテンツ情報配信事業への参入、携帯電話における３

Ｄゲーム技術の開発等を新規に行うためのコストに相

当するものであり、費用処理したものであります。 
  

※２ 
──────  

  
  
  
  
  

※３  
────── 

※３ 抱合せ株式消却損 
   ㈱ハリケーンとの合併に際し、合併に先立っ

て取得した同社株式の帳簿価額を、特別損失の

抱合せ株式消却損に計上しております。 
 

※４ 
  ────── 

※４ リストラクチャリング費用  
    前連結会計年度に買収し連結子会社であっ

た Vindigo,Inc(平成 17 年 9 月に Zingy,Inc.と合

併）に おける経営陣の刷新及び従業員の再雇

用を含む抜本的なリストラクチャリングに伴い

発生する費用の見積額等であります。  
 

※５ 
 ────── 

 ※５ 特別損失のその他のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
  

投資有価証券評価損 945,605 千円

無形資産評価損 593,148 千円

ソフトウェア除却損 
  

369,857 千円

 
 
 



－29－ 

＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P16 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 15 年 11 月 1 日 
至 平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 16 年 11 月 1 日 
至 平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 
給与手当 849,043 千円

広告宣伝費 1,790,731 千円

支払手数料 
  

1,218,916 千円

 

給与手当 3,651,942 千円

広告宣伝費 3,183,079 千円

支払手数料 
  

4,194,011 千円

 

※２ 海外市場参入等費用 
 当連結会計年度の上期において韓国子会社の ICO  
Co.,Ltd.及び Mcres Co.,Ltd.の株式を取得し、子会社化

いたしましたが、株式の取得価額の大半は韓国における

コンテンツ情報配信事業への参入、携帯電話における３

Ｄゲーム技術の開発等を新規に行うためのコストに相

当するものであり、費用処理したものであります。 
  

※２ 
──────  

  
  
  
  
  

※３  
────── 

※３ 減損損失 
   米国連結子会社の営業権及び無形固定資産につ

いて、所在国の会計基準に従って発生したもの

であり、内訳は次のとおりであります。 
営業権           5,161,555 千円 
無形固定資産(その他)     593,148 千円 
  計           5,754,704 千円 

 
※４ 

  ────── 
※４ 抱合せ株式消却損 
   ㈱ハリケーンとの合併に際し、合併に先立っ

て取得した同社株式の帳簿価額を、特別損失の

抱合せ株式消却損に計上しております。 
 

※５ 
 ────── 

※５ リストラクチャリング費用  
    前連結会計年度に買収し連結子会社であっ

た Vindigo,Inc(平成 17 年 9 月に Zingy,Inc.と合

併）に おける経営陣の刷新及び従業員の再雇

用を含む抜本的なリストラクチャリングに伴い

発生する費用の見積額等であります。  
※６ 

 ──────   ※６ 特別損失のその他の内訳は次のとおりであ

ります。 

  

ソフトウェア除却損 369,857 千円

コンテンツ資産評価損   310,244 千円

持分変動損失 243,934 千円

米国連結子法人等の 

過年度著作権使用料 

 

173,356 千円

たな卸資産評価損 71,466 千円

その他 37,750 千円

合計 1,206,610 千円 
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＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P18 
（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日現在） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日現在） 

  種類 
取得原価 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 － － － 82,436 292,306 209,869 

(2)債券             

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の 

小計 － － － 82,436 292,306 209,869 

(1)株式 1,065,090 1,064,787 △303 764,165 394,760 △369,404 

(2)債券             

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

小計 1,065,090 1,064,787 △303 764,165 394,760 △369,404 

合計 1,065,090 1,064,787 △303 846,601 687,066 △159,535 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日現在） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日現在）   

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式 
関連会社株式 － 4,553 

その他有価証券 
非上場投資信託 200,521 270,812 

     
合計 200,521 275,365 
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＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P18 
（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日現在） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日現在） 

  種類 
取得原価 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 － － － 106,346 106,346 － 

(2)債券             

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の 

小計 － － － 106,346 106,346 － 

(1)株式 1,065,090 1,064,787 △303 344,165 302,165 △42,000 

(2)債券             

①国債・地方債等 － － － － － － 

②社債 － － － － － － 

③その他 － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

小計 1,065,090 1,064,787 △303 344,165 302,165 △42,000 

合計 1,065,090 1,064,787 △303 450,511 408,511 △42,000 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日現在） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日現在）   

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

子会社関連株式及び関連会社株式     

関連会社株式 － 185,514 

その他有価証券   364.220 

非上場株式（店頭売買株式を除く） － － 

非上場投資信託 200,521 － 

 合計 200,521 549,734 
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＜修正前＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P21 
（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
  （千円）

繰延税金資産（流動）  
未払事業税否認 56,410
その他 4,878

計 61,289
繰延税金資産（固定）  
税務上の繰越欠損金 12,593

計 12,593
繰延税金負債（流動）  
その他 1,607

計 1,607
繰延税金資産の純額 72,275 

  （千円）

繰延税金資産（流動）  
 貸倒引当金繰入額 420,923
 リストラクチャリング費用 151,538
  その他 682,980

計 1,255,441
   評価性引当額 △736,181
   差引 519,260
 繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 9,352,357
子会社株式評価損 2,500,121
固定資産評価損 227,880
投資有価証券評価損 145,688
 その他 1,333,378

計 13,559,425
評価性引当金額 △12,782,976

 差引 776,448
  

 
繰延税金資産の純額 1,295,708 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記

載をしておりません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記

載をしておりません。 
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＜修正後＞ 
『平成 17 年 10 月期決算短信の一部追加及び修正に関するお知らせ』 P21 
（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成 16 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 17 年 10 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
  （千円）

繰延税金資産（流動）  
未払事業税否認 56,410
その他 4,878

計 61,289
繰延税金資産（固定）  
税務上の繰越欠損金 12,593

計 12,593
繰延税金負債（流動）  
その他 1,607

計 1,607
繰延税金資産の純額 72,275 

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

 貸倒引当金繰入額 420,923

 未払事業税否認 204,454

 リストラクチャリング費用 151,538

 賞与引当金超過額 120,680

 コンテンツ資産評価損 108,389

 その他 249,455

計 1,255,441

   評価性引当額 △736,181

   差引 519,260

 繰延税金資産（固定）  

   税務上の繰越欠損金 2,955,395

   固定資産評価損 932,591

   投資有価証券評価損 142,645

   退職給付引当額 63,971

   ソフトウェア除却損 51,295

   その他 167,550

計 4,313,449

   評価性引当額 △3,537,000

    差引 776,448

繰延税金資産の純額 1,295,708 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記

載をしておりません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記

載をしておりません。 
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